
　　　　　　　　　　　　　　　　　　美容・アンチエイジング医療従事者のための栄養療法と外来導入を学ぶ!

　　　　　　　　　　  認定サプリメントセラピスト資格講習会

メディカルニュートリションマスター
全5回カリキュラム（15単位制）開校

On Mastercourse for Medical Nutrition supplement Therapist certificated by JAAS

第1期：第1回6月26日(日) 終了　第2回8月28日(日)　第3回9月25日(日)26日(月)のいずれか一日　

　　　  第4回10月16日(日)　第5回11月20日(日)

第2期：2017年　6月~11月(全5回)

主催：JAASアカデミー　後援：一般社団法人　日本アンチエイジング外科学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　美容・アンチエイジング医療従事者のための栄養療法と外来導入を学ぶ!

　　　　　　　　　　  JAAS認定サプリメントセラピスト資格

第1期「メディカルニュートリションマスター」講習会
On Mastercourse for Medical Nutrition supplement Therapist　certificated by JAAS

2016年　第２回　8月28日（日）　AM10:00‐PM5:00
   東京港区・品川インターシティーホール　会議室2（参加定員30名）

第3回　9月25日（日）26日（月）いずれか一日
  第4回　10月23日（日）　第5回11月20日（日）

＊全4回会場はすべて品川インターシティーホール

下記は事務局記入欄        

受付日　　　    　／　　　　   入金日　　　　　　　　 　　 登録№　　　  　　／

 　
JAASアカデミー　事務局：
〒104-0041東京都中央区新富1－8－11　東新ビル3階　TEL03-6222-3121　FAX03-6222-3125　
公式サイトhttp://www.jaas-academy.com/   FACEBOOKサイトhttp://facebook.com/jaas.academy/

● 資格欄で「その他の医療従事者」とは、医療施設に勤務する従事者を指しメディカルエステティシャンの他、カウン

　 セリング業務・受付者も対象になります。但しエステサロン勤務のエステティシャンはこの範囲ではありません。

● 第2回目からの各論編において実技、模擬実習、体感などで受ける治療費は別途料金（受講者のみの特別ディスカウン

 　ト治療代金）がかかります。

＊ 本講習会の御参加枠は、ご参加費のお振込をもって確定します（お申込の後、JAASアカデミーより登録・会場地図と

　 ご参加費請求書をご郵送）。ご参加費お振込み後のキャンセルはご遠慮ください。ご事情の如何に関わらずお受けで

 　きませんのでご了承ください。

申 込 区 分

（該当区分にレを）

　　　     フリガナ

 氏　名

御請求書住所   〒                                 　　　　都・道・府・県

  

勤務先又は
所属医院 

勤務先     〒
住　所

　TEL

申込日　　平成　28　年　　　月　　　日

　参加申込書　FAX03－6222－3125まで

○JAAS会員（会員No　　　　　）　○非会員で1回のみ受講

○受講と同時にJAAS会員入会（Webより入会手続きをお取り下さい）

資格

（レを）

TEL
 FAX
E-mail  　　　@

男・女

    印

○医師　○歯科医　○看護師

○準看護師　○歯科衛生士

○薬剤師　○その他の医療従事者

 （メディカルエステティシャンなど）

■   8月28日（日）　  　3単位   第2回各論（講義） 　　　　30,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■   9月25日26日のいずれか 3単位   第3回各論（講義＆ライブ） 30,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 10月23日（日）　  　 3単位   第4回各論（講義＆体感）　 30,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 11月20日（日）　  　 3単位   第5回修了講座（応用&模擬実習）  30,000円（税別）×　　名＝　　　　円

■ 2017 第2期　6月－11月（日程は10月に決定します）

（日） （月）

第1期生受付　非会員1回受講も可◎1期～2期またがっての受講可
本資格講座は、サプリメント営利団体や販売会社が運営するアドバイザー制度ではありません。

実践のサプリメント講座 ! 教科書、既存のデータベースでは
教えてくれない治療処方・薬理量を伝授します。
また、婦人科・美容皮膚・アンチエイジングで成功するサプ
リメント外来の経営術や医師個人輸入でしかできないメディ
カルサプリメント、ドックなど検診による診断、処方も



医療販売が解禁！　厚労省医政局通知で「サプリメント外来」導入が進む

激変していく「医療サービスの提供」
経営基盤の見直しを迫られる保険診療こそより自由度の高い診療と

多様な収益源（栄養療法）の確保が必須へ

　一方で28年度中医協から厚労相に答申された診療報酬は「かか

りつけ」では報酬点数の増額を図りつつも、実質的にはマイナス

改定となり、保険診療の医療サービスのあり方を根本的に変えて

いかざるをえない。こうした中でのサプリメントなどの販売が解

禁に動くことで予防ニーズに医療機関が積極的に関わり、医療費

の抑制を促すことに他ならない。いずれにしても、経営基盤の見

直しを迫られる保険診療クリニックに対して、より自由度の高い

診療と多様な収益源を確保できるその一つが今回の通知とみてい

い。

　JAAS ではこうした背景のもと、アカデミーおよび医学会の会

報紙である JHM「健康と医療」の協力を得て、Doctor アンケート

調査実施。医療販売として解禁を打ち出したこうした通知が動機

づけになってサプ

リメントの取り扱

いを開始したクリ

ニックが半数に上

ることが明らかに

なったことから、

JAAS サプリメント

セラピスト資格

「認定メディカルサ

プリメントマスタ

ー」講座の開校に

至った。

　JAAS は研究会（日本アンチエイジング外科・美容再生研究会）

から、一般社団法人 JAAS 日本アンチエイジング外科学会に名称

変更した。新たな歩みを始めるこの機にあわせ、美容外科・整形・

皮膚科のみならずアンチエイジング医療を実践する臨床医、美容

歯科医さらには看護師、薬剤師などもまんべんなく美容及びアン

チエイジング医療の理論と実際そして実技、体感を研さんできる

研修シリーズとして、6月から JAAS 認定サプリメントセラピスト

資格「認定メディカルサプリメントマスター」講座を開校する。

講座の実施主体は JAAS アカデミーとし、後援と認定を医学会で

ある日本アンチエイジング外科学会とした。

　医療機関において、患者のために医療提供又は療養の向上の一

環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品

の販売が可能であることを明確化する」とした通知が、2014 年厚

労省医政局から各都道府県の保健所医療担当部、都道府県医師会

に宛に出され、周知徹底が図られた。すでにその二ヶ月前、政府

の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループが「医療法人の

業務範囲の自由度を高めることを目的」にし、厚生労働省からも

コンタクトレンズやサプリメントなどを患者に提供することは医

療法の「附随業務」に該当するという見解が示された経緯があっ

たことはいうまでもない。この答申を受け、安倍政権が閣議決定

し通知へと進むが、そもそもこの背景には、医療機関の業務範囲

を広げ、収益源を多様化させ、政府の成長戦略が掲げる「健康長

寿社会実現」の一環として、患者の疾患予防ニーズに医療機関も

応えられるようにする狙いがある。

8月28日（日）プログラム
◎ 受付　AM9:30～　品川インターシティーホール　地下会議室2

◎ AM10:00～11:30　認定サプリメント資格　各論 ①   治療とビタミン処方
  「医療で行う治療のためのビタミン・サプリメント処方の実際と、薬との飲み
　合わせ、そしてかかりつけドラッグ・健康サポート薬局で始まるサプリメン
　トコウンセリングについて～VD，VB3（サーチュイン遺伝子活性化）など最
　新の論文・エビデンスから読みとる薬理量とその実際」
　　横浜薬科大学　総合健康メディカルセンター客員教授（AIFN専務理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末木　一夫薬学博士

◎ AM11:30～PM12:30　認定サプリメント資格　各論 ②   成功する外来と経営
  「医療コンサルの視点から考える成功するサプリメント外来とマネージメント
　～美容クリニックでこそ処方できる医師個人輸入の薬款つきサプリメントの
　事例と審美歯科の経営改善にみるヒント」
　　　　　　　　　　　　　　                  EYE―Lens　Pte　梅津　康右本部長

◎ PM12:30～1:00　休憩・昼食（お弁当支給）・企業プレゼンテーション

◎ PM1:00～2:00　認定サプリメント資格　各論 ③  メディカルユースの必要性
  「医業経営の税理士が教える自費診療におけるサプリメント物販 ～ 法的知識、
　導入のポイント、クリニック（精神科、予防医療、歯科診療など）導入事例
　と成功と失敗と差異とは」
　　西岡秀樹税理士・行政書士事務所　代表　西岡　秀樹税理士・行政書士

◎ PM2:10～3:40　認定サプリメント資格　各論 ④  アンチエイジングサプリ
  「がん治療そしてアンチエイジング診療で処方する医療向けサプリメント～論
　文、文献を精読、研究するなかで見出した医師個人輸入サプリメント、ケトン
 （βヒドロキシ酪酸）サプリなど推奨する品目のエビデンスと有用性について」
　　　銀座東京クリニック院長（元　国立がんセンターがん予防研究部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  福田　一典MD

◎ PM3:40～5:00　認定サプリメント資格　各論 ⑤  婦人科・美容皮膚とサプリ
  「更年期女性とサプリメント外来の実践 ～ 婦人科、美容皮膚診療におけるサ
　プリメントの役割と通院前後で役立つサプリメント」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　矢追医院院長　矢追　正幸MD

■名称

医療従事者のための栄養療法と外来導入を学ぶ！

JAASサプリメントセラピスト資格講座「認定メディカルニュートリションマスター」全5

回シリーズ（15単位制）

■受講対象

自費診療を導入する美容・アンチエイジング医師、歯科医師、看護師､歯科衛生士、薬剤師､

その他の医療従事者（詳細は4ページ下段＊を参照)

■資格をめざさないJAAS会員並びに非会員でも1回受講は可

■目的

美容アンチエイジングクリニック、歯科クリニックにおける栄養療法を理解して、クリニ

ックでのサプリメント外来及び点滴、オゾン療法などの普及啓蒙と患者の健康、美容をサ

ポートするため、充分なメディカルサプリメント学や検査、診断並びに正しい点滴、ホル

モンセラピーなどとその検査診断学の習熟ならびに外来導入に伴うクリニック経営基盤の

向上を目的とする

■受講定員および日程

第1期生（2016年6月～11月までの全5回）  定員30名

第2期生（2017年6月～11月までの全5回）　定員30名

   （資格要件は1期、2期ともに15単位の履修制とし、1期～2期またがって

　 の受講、資格に伴う履修単位の取得も可。ただし履修単位満了期間は

　 原則1年以内とする）

・第1期　第1回　6月26日概論　終了

・第2回　8月28日各論（基礎と模擬実習･3ページ下段にプログラム掲載）

・第3回　9月25日、26日JAAS東京ライブフォーラムのいずれか一日

・第4回　10月16日各論（応用と実技、体感実習）

・第5回　11月20日修了講座（応用と模擬実習）

■講習内容

実践に即したメディカルサプリメント学と各論、クスリとの飲み合わせ、法制度と市場、

医療並びに医学部で進む疾病とサプメント治験における現状と今後、医療機関における院

内物販、法令、薬事法、トピック 、オーソモレキュラー総論、各論、院内販売マネージメ

ント、ケーススタディ（調剤薬局、婦人科、歯科、美容皮膚科など）ホルモンセラピーと

検査、診断学、水素VC点滴・オゾンクレンジングの体感、実技　＊サプリメントのカウン

セリング・診断・処方または点滴、クレンジング、ホルモンセラピーは医療法に準拠した

資格者のみの実践となりますが講習会では非医療者にも知識習得のために勉強していただ

きます。

■受講費　1回30,000円（税別）資格取得にはJAAS会員であること、また履修単位満了期間

は原則1年以内、申請費30,000円（資格証の有効期間3年）

■推奨教材

推奨教材、参考書は必ずしも本講習会のためではなく、資格取得後に日常的な知識の復習

や参考図書としてお勧めするものです。講義では各講師陣が配布資料をもとにレクチャー

をしていきます。①「機能性医学の考え方」（光文社新書￥800 ）②「ヘルス・アドバイザ

ーのための健康食品ガイドブック」（日本医療情報出版￥4,500） ③ サプリメント健康事典

(集英社￥1,700 ） ④ 健康食品・サプリメントと医薬品との相互作用早引き事典（同文書院

￥1,200 ） ⑤ナチュラルメディシン・データベース　健康食品・サプリメント「成分」のす

べて（ 同文書院￥10,000 ）

⑥ハーブ＆サプリメント

(ガイアブックス￥24,000 )

＊各書籍はすべて定価・本体価格です。取り寄せはJAASアカデミーにて行いますが前請求､

講習会当日渡しとなります（事前での配本は別途送料がかかります）。  お問い合わせは：

JAASアカデミー／TEL 03-6222-3121もしくはemail:info@jaas-academy.comまで

■実習、体感で使う施術費（血液クレンジング、水素点滴体感など）は別途定める。

■資格取得者への授与および公開について

｢認定メディカルニュートリションマスター｣  証書授与ならびにJAAS公式サイトに資格者と

して掲載し所属するクリニックと相互リンクをはります｡

　　　　　　　銀座東京クリニック院長（元　国立

　　　　　　　がんセンター　がん予防研究部）　

　　　　　　　福田　一典MD

　　　　　　　栄養療法あるいはサプリメントに対

　　　　　　　する認知、理解度はえてして内科系

よりも外科系のドクターが勝っていることは、第 1

回目　大阪大・統合医療学講座の大野准教授から示

された研究調査からも明らかだ。熊本大（医）外科

出身の福田医師も例外ではない。卒後後、勤務医と

して病院でがん治療の外科医として患者に接し、の

ち米バーモント大（医）に留学し生化学を学ぶ。そ

して国立がんセンターのがん研究部第一次予防研究

室長に就任してからは、がん予防の研究そして漢方

を用いた治療にあたることになる。外科医の経験と

知識から現在のクリニックでは漢方に加え、医薬品

の適用外あるいは医療用大麻などの作用を確認しな

がらがん患者に対していわゆる統合治療を行ってい

る。そして日々国内外の論文、知見を精読、精査し

ながら、誰よりも早く医療に適応できるサプリメン

トを見出し、医師個人として薬款手続きをしながら

海外のサプリメントを診療に応用している。講義で

はアンチエイジング作用が見出されるこうした輸入

サプリメント（ケトン、メラトニン、アベウルトラ､

ジインドリメタンなど）のエビデンスと治療実績を

概説していただく。

　　　　　　　矢追医院院長

　　　　　　　矢追　正幸MD

　　　　　　　獨協医科大学に学び同医科大

　　　　　　　・越谷病院　産科婦人科に入

　　　　　　　局。勤務医として分娩、産科

救急、女性疾患の開腹手術や経膣手術、メン

タルケアー、漢方療法、不妊治療、更年期治

療さらには抗ガン剤によるがん治療など、矢

追医師によれば婦人科全般にわたる診療を経

験してきたという。そして矢追医院開業以来､

婦人科に加え美容皮膚、アンチエイジング診

療などの自費診療も行い、いまでは患者のリ

ピート率は半端な高さではない。そうしたな

かで数年間に自ら開発したオリジナルのホー

ムケアシリーズPAWVC7の化粧品・サプリメ

ントの評価が一気に高まった。とりわけ更年

期女性のためのサプリメント外来には婦人科､

美容皮膚科で来院する患者から人気で、院内

はもちろんホームページで評判を知って来院

するケースが少なくない。最近では、院長自

らが「サプリメント外来を成功に導く」コン

サルテーションを、他院のドクターのために

スタートもしている。成功するサプリメント

外来のヒントを本講義では投げかけていただ

けるはずだ。

　　　　　　　横浜薬科大学　総合健康メディカルセ

　　　　　　　ンター客員教授（AIFN専務理事）　

　　　　　　　末木　一夫薬学博士

　　　　　　　富山薬科大薬学部で修学した後、スイ

　　　　　　　スのバーゼルに本社を置く旧ホフマン

ラロシュの日本法人日本ロシュ・鎌倉研究所で免疫薬

の開発に従事、のち、研究職からヒューマンニュート

リションの開発部長、ビタミン広報センター長へと抜

擢される。そこで末木氏が手掛けたのがビタミンとり

わけβカロチンの普及啓もうだった。一世を風靡した

カロテノイド旋風の旗手としてメディアや医学会で講

演活動をつづけた。そののち退職し、健康栄誉補助食

品の国際的な業界団体として活動するAIFNの専務理

事に就任し、WHO やIADSA など国際舞台でのサプリ

メントのガイドラインづくりをめざす団体や科学者の

専門会議などに日本側の識者として参加している。ま

た最近では横浜薬科大学の客員教授として院生 6 年を

対象に、きたるべきかかりつけ薬剤師に求められる

「サプリメント論」を教えている。講義では、教科書

やデータベースでは学べない治療のためのビタミンそ

してミネラルの薬理量、VD、B3 など最近新たな臨床

知見が明らかになった最新のエビデンスなどを解説し

ていただく。加えて「健康サポート薬局」で求められ

るサプリメントの知識についても触れてもらう。

　　　　　　　西岡秀樹税理士・行政書

　　　　　　　士事務所　代表

　　　　　　　西岡　秀樹税理士・行政

　　　　　　　書士

　　　　　　　西岡税理士は一般病院、

産婦人科、精神科病院、歯科医院、医療

法人、MS法人など医療経営コンサルタ

ントを専門に行う会計事務所で、その業

務は全国に及ぶ。一方、「税理士のため

の医業顧客獲得法」「改訂版　医療法人

の設立、運営、承継、解散」そしてなど

執筆活動にも力を入れる。医療コンサル

に特化した数少ない税理士の一人として､

最近発刊した〝自由診療やサプリメント

の物販について詳しく解説した日本で唯

一の専門書〝「自由診療・サプリメント

導入実践マニュアル」（日本法発刊）の

内容に即して、サプリメント導入をする

際の経営的なポイントそして成功してい

るクリニックの事例を紹介しながら、収

益力アップに役立つ活用法などについて

伝授していただく。


